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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第51期

第２四半期連結
累計期間

第52期
第２四半期連結

累計期間
第51期

会計期間
自　2020年１月１日
至　2020年６月30日

自　2021年１月１日
至　2021年６月30日

自　2020年１月１日
至　2020年12月31日

売上高 （千円） 11,734,198 11,750,352 21,556,364

経常利益 （千円） 856,811 1,208,268 1,369,300

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
（千円） 438,819 751,800 875,418

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 434,765 754,979 871,348

純資産額 （千円） 5,387,039 6,439,689 5,826,640

総資産額 （千円） 13,890,228 14,984,602 13,996,019

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 84.39 139.02 165.15

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 84.16 137.15 163.80

自己資本比率 （％） 38.8 43.0 41.6

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 389,727 1,325,053 1,711,401

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △915,005 △1,136,035 △1,354,726

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 276,146 △619,536 △158,217

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 1,665,961 1,683,032 2,113,551

 

回次
第51期

第２四半期連結
会計期間

第52期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自　2020年４月１日
至　2020年６月30日

自　2021年４月１日
至　2021年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 44.39 102.89

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．当社は、2020年２月７日に東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場したため、第51期第２四半

期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、新規上場日から第51期第２四半

期連結会計期間の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。また、第51期の潜在株

式調整後１株当たり当期純利益金額については、新規上場日から第51期の末日までの平均株価を期中平均株

価とみなして算定しております。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

EDINET提出書類

コーユーレンティア株式会社(E35139)

四半期報告書

 2/20



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、新型コロナウイルス感染症の拡大による事業等への影響は、今後、新型コロナウイルス感染症の収束時期や

その他の状況の経過により、当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

（1）財政状態及び経営成績の状況

①経営成績の分析

　当第２四半期連結累計期間（2021年１月１日～2021年６月30日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感

染症の収束が見通しにくい状況の中、３回目の緊急事態宣言が発令されるなど依然先行き不透明な状況が続いてお

ります。このような状況の中、当社グループ（当社及び連結子会社）は、ワクチン接種会場や政府主導の事業者向

け経済対策に伴うＢＰОオフィス向けにＦＦ＆Ｅレンタルサービスを提供し、保有するレンタル資産の出荷が大幅

に増加いたしました。また、サテライトオフィスや学校向けに抗菌・抗ウイルスコーティングサービスを提供する

など、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けたニーズに対して積極的に取り組んでまいりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は11,750百万円（前年同期比0.1%増）、営業利益は1,203

百万円（前年同期比38.5%増）、経常利益は1,208百万円（前年同期比41.0%増）、親会社株主に帰属する四半期純

利益は751百万円（前年同期比71.3%増）となりました。

 

　セグメント別の概要は次のとおりであります。

 

（レンタル関連事業）

　レンタル関連事業におきましては、建設現場向け市場において、建築案件を中心に新規着工件数が減少するなど

厳しい市場環境の中、ＦＦ＆Ｅレンタルを中心にＩＣＴ商品及び付帯するサービスなど包括的な提案を行ってまい

りました。また、土木案件を中心にソーラーパネルを活用した商品の拡販にも注力し、１現場あたりの受注高向上

に努めてまいりました。イベント向け市場においては、感染拡大防止措置による観客動員数の制限を施した上で再

開するイベントは一部あるものの、新型コロナウイルス感染症の再拡大により３回目の緊急事態宣言が発令され、

一部の興行イベントを除き開催が中止になるなど厳しい状況の中、東京オリンピック・パラリンピック競技大会開

催に向けた、各競技会場や関連施設向けのＦＦ＆Ｅレンタルでカバーすることができました。オフィス市場におい

ては、政府主導の経済対策やワクチン接種に関連するＢＰО案件が第１四半期と同様、間断なく出件しており、こ

れらに対して積極的に活動してまいりました。

　この結果、当事業セグメントの売上高は7,929百万円（前年同期比2.0%増）となりました。また、セグメント利

益は1,054百万円（前年同期比55.8%増）となりました。

 

（スペースデザイン事業）

　スペースデザイン事業におきましては、首都圏新築分譲マンション市場における2021年１月から６月の供給戸数

は13,277戸（㈱不動産経済研究所調べ）と前年同期と比較して77.3％増加するなど市場環境は改善傾向にありま

す。このような市場環境の中、首都圏地区では一定程度の受注を確保することができました。また、関西地区や九

州地区においてもビルダー業務※を中心としたワンストップサービスの受注が拡大するなど、受注環境は改善傾向

にあります。しかしながら、前年同期に受注した大型案件の反動減の影響で、売上及び利益をカバーすることがで

きませんでした。

　この結果、当事業セグメントの売上高は2,141百万円（前年同期比4.3%減）となりました。また、セグメント利

益は24百万円（前年同期比77.8%減）となりました。

※ビルダー業務：プレハブなどで建築するマンション販売センターの設計・デザイン・建設業務
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（物販事業）

　物販事業におきましては、各官公庁において需要が縮小傾向にあり厳しい状況となる中、東京オリンピック・パ

ラリンピック競技大会関連施設向けの需要を安定的に確保することができました。また、サテライトオフィスや学

校関連などに向けて、収益性の高い抗菌・抗ウイルスコーティングサービスを積極的に提案し、収益の改善をはか

ることができました。

　この結果、当事業セグメントの売上高は1,679百万円（前年同期比2.4%減）となりました。また、セグメント利

益は124百万円（前年同期比59.3%増）となりました。

 

②財政状態の分析

（資産の部）

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ988百万円増加の14,984百万円（前連

結会計年度末比7.1%増）となりました。

（流動資産）

　流動資産は前連結会計年度末に比べ165百万円増加の6,336百万円（同2.7%増）となりました。これは主に、受取

手形及び売掛金が712百万円増加した一方で現金及び預金が430百万円、未収入金が243百万円減少したこと等によ

るものであります。

（固定資産）

　固定資産は前連結会計年度末に比べ822百万円増加の8,648百万円（同10.5%増）となりました。これは主に、投

資有価証券が561百万円、賃貸用備品が263百万円増加したこと等によるものであります。

 

（負債の部）

　当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ375百万円増加の8,544百万円（同

4.6%増）となりました。

（流動負債）

　流動負債は前連結会計年度末に比べ637百万円増加の7,458百万円（同9.3%増）となりました。これは主に、未払

法人税等が260百万円、電子記録債務が240百万円、未払金及び未払費用が142百万円増加したこと等によるもので

あります。

（固定負債）

　固定負債は前連結会計年度末に比べ261百万円減少の1,086百万円（同19.4%減）となりました。これは主に、

リース債務が149百万円、長期借入金が125百万円減少したこと等によるものであります。

 

（純資産の部）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ613百万円増加の6,439百万円（同

10.5%増）となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が600百万円増

加したこと等によるものであります。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比

べて430百万円減少し、1,683百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、獲得した資金は1,325百万円（前年同期は389百万円の獲得）となりました。主な要因は、税金

等調整前四半期純利益1,208百万円の計上等により資金が増加したことによるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、使用した資金は1,136百万円（前年同期は915百万円の使用）となりました。主な要因は、有形

及び無形固定資産の取得による支出565百万円、投資有価証券の取得による支出556百万円等によるものでありま

す。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、使用した資金は619百万円（前年同期は276百万円の獲得）となりました。主な要因は、長期借

入金の返済による支出295百万円、リース債務の返済による支出182百万円、配当金の支払額151百万円等により資

金が減少したことによるものであります。
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（3）経営方針・経営戦略等

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

（4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

 

（5）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 18,000,000

計 18,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2021年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2021年８月11日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 5,412,300 5,412,300

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は100株

であります。

計 5,412,300 5,412,300 － －

(注)　提出日現在の発行数には、2021年８月１日から本四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された

株式数は含まれていません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2021年４月１日～

2021年６月30日（注）
6,000 5,412,300 3,120 878,966 3,120 788,966

(注)　新株予約権の行使によるものです。
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（５）【大株主の状況】

  2021年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

ワイドフレンズ株式会社 東京都中央区月島一丁目５番１号 4,169 77.05

梅木　孝治 千葉県松戸市 130 2.40

森　樹雄 和歌山県和歌山市 100 1.85

アクアブルー会 東京都港区新橋六丁目17番15号 80 1.48

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 49 0.92

ａｕカブコム証券株式会社 東京都千代田区大手町１丁目３番２号 43 0.80

石川　智宏 鳥取県東伯郡北栄町 22 0.41

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目９番１号 22 0.41

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６番21号 19 0.35

JPMBL RE CREDIT SUISSE AG,

SINGAPORE BRANCH COLL EQUITY

（常任代理人　株式会社三菱UFJ銀行）

PARADEPLATZ 8, ZURICH, SWITZERLAND,

CH-8070

（東京都千代田区丸の内２丁目７番１

号　決済事業部）

15 0.29

計 － 4,652 85.96

(注)　アクアブルー会は当社の従業員持株会です。

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2021年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）  － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,411,400 54,114 －

単元未満株式 普通株式 900 － －

発行済株式総数  5,412,300 － －

総株主の議決権  － 54,114 －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式76株が含まれております。

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2021年４月１日から2021

年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年１月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

EDINET提出書類

コーユーレンティア株式会社(E35139)

四半期報告書

 8/20



１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,113,551 1,683,032

受取手形及び売掛金 2,613,344 3,325,888

電子記録債権 498,781 456,269

商品及び製品 81,999 72,426

仕掛品 58,167 104,492

貯蔵品 56,748 56,469

前払費用 290,433 418,212

未収入金 459,412 215,690

その他 4,932 9,484

貸倒引当金 △6,480 △5,470

流動資産合計 6,170,890 6,336,497

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,118,121 1,064,568

機械装置及び運搬具（純額） 3,333 2,722

工具、器具及び備品（純額） 45,145 41,094

賃貸用備品（純額） 1,585,025 1,848,349

土地 3,785,871 3,785,871

リース資産（純額） 302,827 271,358

有形固定資産合計 6,840,323 7,013,963

無形固定資産   

ソフトウエア 95,223 83,983

その他 17,630 17,630

無形固定資産合計 112,853 101,614

投資その他の資産   

投資有価証券 107,197 668,268

繰延税金資産 151,197 218,238

差入保証金 489,647 508,550

その他 124,738 138,299

貸倒引当金 △829 △829

投資その他の資産合計 871,951 1,532,527

固定資産合計 7,825,129 8,648,104

資産合計 13,996,019 14,984,602
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,072,545 2,071,709

電子記録債務 577,152 817,545

短期借入金 ※１,※２ 1,700,000 ※１,※２ 1,700,000

1年内返済予定の長期借入金 ※１,※２ 590,000 ※１,※２ 420,000

未払金及び未払費用 465,009 607,856

未払法人税等 250,491 511,389

未払消費税等 146,720 158,333

前受金 190,090 375,306

預り金 142,858 62,125

リース債務 357,971 357,154

賞与引当金 322,622 364,960

その他 5,333 11,746

流動負債合計 6,820,794 7,458,127

固定負債   

長期借入金 ※１,※２ 175,000 ※１,※２ 50,000

リース債務 861,749 712,528

役員退職慰労引当金 111,385 123,979

資産除去債務 199,762 199,811

その他 687 465

固定負債合計 1,348,585 1,086,785

負債合計 8,169,379 8,544,913

純資産の部   

株主資本   

資本金 874,286 878,966

資本剰余金 921,163 925,843

利益剰余金 4,004,610 4,605,120

自己株式 △103 △103

株主資本合計 5,799,957 6,409,828

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 25,682 28,861

その他の包括利益累計額合計 25,682 28,861

新株予約権 1,000 1,000

純資産合計 5,826,640 6,439,689

負債純資産合計 13,996,019 14,984,602
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年６月30日)

売上高 11,734,198 11,750,352

売上原価 7,404,613 6,962,122

売上総利益 4,329,585 4,788,229

販売費及び一般管理費 ※ 3,460,634 ※ 3,584,356

営業利益 868,950 1,203,872

営業外収益   

受取利息及び配当金 3,457 3,381

受取保険金 3,603 8,768

その他 8,751 11,913

営業外収益合計 15,812 24,062

営業外費用   

支払利息 24,999 19,607

支払手数料 2,457 －

その他 495 59

営業外費用合計 27,952 19,666

経常利益 856,811 1,208,268

特別損失   

固定資産除却損 691 －

特別損失合計 691 －

税金等調整前四半期純利益 856,119 1,208,268

法人税、住民税及び事業税 237,130 524,915

法人税等調整額 180,169 △68,447

法人税等合計 417,299 456,467

四半期純利益 438,819 751,800

親会社株主に帰属する四半期純利益 438,819 751,800

 

EDINET提出書類

コーユーレンティア株式会社(E35139)

四半期報告書

11/20



【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年６月30日)

四半期純利益 438,819 751,800

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,054 3,178

その他の包括利益合計 △4,054 3,178

四半期包括利益 434,765 754,979

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 434,765 754,979
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 856,119 1,208,268

減価償却費 685,860 756,019

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,310 12,594

貸倒引当金の増減額（△は減少） △753 △1,010

賞与引当金の増減額（△は減少） △59,823 42,338

受取利息及び受取配当金 △3,457 △3,381

支払利息 24,999 19,607

有形及び無形固定資産除却損 691 －

売上債権の増減額（△は増加） 533,464 △670,032

たな卸資産の増減額（△は増加） △36,675 △36,473

仕入債務の増減額（△は減少） △1,317,715 239,556

未払金の増減額（△は減少） 6,334 △208,373

未払消費税等の増減額（△は減少） △110,364 15,645

その他 △36,984 198,561

小計 554,007 1,573,321

利息及び配当金の受取額 3,457 3,381

利息の支払額 △24,490 △20,288

法人税等の支払額 △143,246 △231,360

営業活動によるキャッシュ・フロー 389,727 1,325,053

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △901,444 △565,988

投資有価証券の取得による支出 － △556,485

保険積立金の積立による支出 △13,561 △13,561

投資活動によるキャッシュ・フロー △915,005 △1,136,035

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △700,000 －

長期借入金の返済による支出 △410,002 △295,000

リース債務の返済による支出 △179,293 △182,795

株式の発行による収入 1,565,441 －

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 9,360

配当金の支払額 － △151,101

財務活動によるキャッシュ・フロー 276,146 △619,536

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △249,132 △430,518

現金及び現金同等物の期首残高 1,915,093 2,113,551

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,665,961 ※ 1,683,032
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【注記事項】

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上

の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　貸出コミットメントライン契約について

当社グループにおいては、当第２四半期連結会計期間末現在、効率的で安定した運転資金の調達を行う

ため取引銀行６行で組成される融資シンジケート団との間で貸出コミットメントライン契約を締結して

おります。

当第２四半期連結会計期間末における貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとお

りであります。

 

 
前連結会計年度

（2020年12月31日）
当第２四半期連結会計期間

（2021年６月30日）

貸出コミットメントラインの総額 5,200,000千円 5,200,000千円

借入実行残高 2,465,000 2,170,000

差引額 2,735,000 3,030,000

 

※２　財務制限条項

前連結会計年度（2020年12月31日）

　当社グループの貸出コミットメントライン契約には、下記の財務制限条項がついております。

①各年度の決算期の連結損益計算書上の経常利益が０円以上であること。

②各年度の決算期の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日また

は2017年度12月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい

方の100％の金額以上であること。

なお、上記項目に抵触した場合は、下記の効力が実行されます。

①について抵触した場合は、当該決算期の末日の４ヶ月後の応答日が属する月の末日以降、翌年の応答日

の前日まで（１年間）新規貸付の実行を停止する。

②について、２年連続して当要件に抵触した場合は、請求喪失事由に該当するものとする。

 

当第２四半期連結会計期間（2021年６月30日）

　当社グループの貸出コミットメントライン契約には、下記の財務制限条項がついております。

①各年度の決算期の連結損益計算書上の経常利益が０円以上であること。

②各年度の決算期の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日また

は2017年度12月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい

方の100％の金額以上であること。

なお、上記項目に抵触した場合は、下記の効力が実行されます。

①について抵触した場合は、当該決算期の末日の４ヶ月後の応答日が属する月の末日以降、翌年の応答日

の前日まで（１年間）新規貸付の実行を停止する。

②について、２年連続して当要件に抵触した場合は、請求喪失事由に該当するものとする。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 
　前第２四半期連結累計期間

（自　2020年１月１日
　　至　2020年６月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日

　　至　2021年６月30日）

給料及び手当 1,905,509千円 2,012,576千円

賞与引当金繰入額 354,056 364,960

役員退職慰労引当金繰入額 12,310 12,594

貸倒引当金繰入額 △753 △1,010
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次の

とおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 2020年１月１日
至 2020年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2021年１月１日
至 2021年６月30日）

現金及び預金勘定 1,665,961千円 1,683,032千円

現金及び現金同等物 1,665,961 1,683,032

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自2020年１月１日　至2020年６月30日）

１　配当金支払額

　該当事項はありません。

 

２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

３　株主資本の金額の著しい変動

　当社は、2020年２月７日に東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場いたしました。上場に

あたり、2020年２月６日を払込期日とする公募（ブックビルディング方式による募集）による新株式の発

行800,000株により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ695,520千円増加しております。

　また、2020年３月９日を払込期日とする有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連

した第三者割当増資）による新株式の発行100,300株により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ87,200千

円増加しております。

　これらの結果、当第２四半期連結会計期間末における資本金は872,720千円、資本剰余金は919,597千円

となっております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自2021年１月１日　至2021年６月30日）

１　配当金支払額

決議
株式の

種類

配当金の総額

(千円)

1株当たり

配当額

(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年３月30日

定時株主総会
普通株式 151,290 28 2020年12月31日 2021年３月31日 利益剰余金

 

 

２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）

 
レンタル関連

事業
スペース

デザイン事業
物販事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 7,774,440 2,238,021 1,721,736 11,734,198 － 11,734,198

セグメント間の内部売上

高又は振替高
349,865 3,273 11,376 364,515 △364,515 －

計 8,124,305 2,241,295 1,733,112 12,098,714 △364,515 11,734,198

セグメント利益 677,112 109,092 77,983 864,189 4,760 868,950

　（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）

 
レンタル関連

事業
スペース

デザイン事業
物販事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 7,929,488 2,141,204 1,679,659 11,750,352 － 11,750,352

セグメント間の内部売上

高又は振替高
371,802 1,509 42,508 415,820 △415,820 －

計 8,301,290 2,142,714 1,722,167 12,166,172 △415,820 11,750,352

セグメント利益 1,054,799 24,173 124,190 1,203,164 708 1,203,872

　（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上

の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日
至　2020年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日
至　2021年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 84円39銭 139円02銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） 438,819 751,800

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益金額（千円）
438,819 751,800

普通株式の期中平均株式数（株） 5,199,637 5,407,716

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 84円16銭 137円15銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 － －

普通株式増加数（株） 14,563 73,871

（うち新株予約権）（株） (14,563) (73,871)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

(注)　当社は、2020年２月７日に東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場したため、前第２四半期連

結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、新規上場日から前第２四半期連結会計期間の末

日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2021年８月10日

コーユーレンティア株式会社

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 三浦　太　　　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 廣瀬　美智代　　㊞

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているコーユーレン

ティア株式会社の2021年１月１日から2021年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2021年４月１日

から2021年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年１月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、コーユーレンティア株式会社及び連結子会社の2021年６月30日現

在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め

られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ

ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期

連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する

ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の

作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期

連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単

独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。

 

EDINET提出書類

コーユーレンティア株式会社(E35139)

四半期報告書

20/20


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	３経営上の重要な契約等

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②その他の新株予約権等の状況

	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第２四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第２四半期連結累計期間

	（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

